
入試の特徴

WILL 入試は「意志・意欲」を高く評価WILL 入試は「意志・意欲」を高く評価

一般入試は3日間から選択一般入試は3日間から選択

高得点合格者には特待制度があります高得点合格者には特待制度があります

帰国生入試は2回、他に海外4都市で海外特別入試を実施帰国生入試は2回、他に海外4都市で海外特別入試を実施

スライド合格を採用スライド合格を採用

英語力に応じて3コースを設置英語力に応じて3コースを設置

アドバンストコースB希望者は英語口頭試問が必須アドバンストコースB希望者は英語口頭試問が必須

▶▶▶TOFEL iBT72、IELTS5.5、英検準 1 級、ケンブリッジ英検 160 など

本校の入試には単願の WILL 推薦入試、併願可能な一般入試（アドバンスト入試・グローバル入試）、帰国生・

海外生対象の帰国生入試・海外特別入試があります。単願の WILL 推薦入試には推薦基準が、併願可能なその

他の入試にも合格の目安となる併願優遇の基準があります。 

WILL 推薦入試（1 月 22 日）は中学校長の推薦による単願入試です。作文（WILL 推薦出願理由書）と面接試
験において、本校で学びたい、本校のグローバル教育や先進的な英語教育を受けたいという意志・意欲（WILL）
を高く評価する入試です。学科試験はありません。 

一般入試は 2 月１０、１１、１２日の３日間でアドバンスト入試とグローバル入試を実施しており、受験しやすくなって
います。アドバンスト入試は英語の配点が高い２科目入試（英 150 点＋国 or 数）、グローバル入試は基礎学力を重
視する一般的な３科目入試（英・国・数）です。

すべてのコースが SGH のグローバル教育の対象ですが、英語力に応じてグローバルコース（一般コース）、アドバ
ンストコース A（英語特進コース）、アドバンストコース B（インターコース）の３コースに分かれ、入試もそれぞれ
に対応した科目・配点設定になっています。

生徒それぞれの英語力に応じた授業を提供する本校では、ネイティブ教員による「英語取り出し授業」の対象とな
るアドバンストコース B の出願者に英語口頭試問を実施しています。また、各種英語検定試験において下記のレベ
ル（CEFR B2）に達している受験生には、入試当日の英語を 90% の得点率があったものとみなし、入試当日の
得点と比較して高い方の点で合否判定する優遇措置があります。 

アドバンスト入試は、コース B に出願して仮に不合格であっても、コース A あるいはグローバルコースに合格するこ
とができます。また、同様にコース A に出願して仮に不合格であってもグローバルコースに合格できるスライド合格
制度を採用しています。

学科試験における得点率 80% 以上の合格者には、入学金（250,000 円）免除の特待制度があります。
さらに得点率 85% 以上の合格者は入学時の施設費（140,000 円）も免除されます。

帰国生を対象とした入試は 1・2 月の 2 回実施されます。また、海外生を対象とした海外特別入試もニューヨーク
・ロンドン・シンガポール・香港で 11 月に実施しています。入試方式は A 方式（英語エッセイ・基礎日本語作文）
と B 方式（国語・数学・英語）の 2 種類があります。 



　 アドバンストコースB出願者のみ　　　 英語口頭試問 20点/5分

英語

　 アドバンストコースB出願者のみ　　　 英語口頭試問

100点/50分

20点/5分

23,000円

　 試験当日17:00～18:00に本校ホームページにて発表

　 日本語による受験生面接(10分)

※帰国生は下記の入試以外に、P.１に掲載のすべての入試に出願できます。

入試種別
入試種別

募集人員 40名

アドバンストコース、またはグローバルコースコース

出願資格

回次

日時

方法

提出書類

検定料

面接

その他

合格発表

期間

納入金

入学準備会

1回目 ２回目

1月10日(金) 2月1日(土)

募集人員

単願・併願

入試日

WILL推薦入試

推薦

アドバンスト入試

高校帰国生入試

グローバル入試

一般

単願のみ

40名 80名 80名

入
試
科
目

出
願

入
学
手
続

課程・コース

国語

科目

数学

英語

合格発表

資格

方法

入力期間

出願期間

提出書類

検定料

期間

納入金

入学準備会

英語
口頭試問 出

願

入
試

入
学
手
続

入試方式

配点/時間

入力期間

出願期間

入学願書に相当するフォーマットへの入力、および受験料の決済は12月20日(金)から可能です。
受験票の発行（印刷）は下記出願期間に入らないとできません。

インターネット出願(24時間受付）：本校ホームページ上のリンク「mirai compass」のサイトから出願してください。
詳しくは裏表紙 の「インターネット出願 」をご参照ください。

12月16日(月)～1月6日(月) 1月12日(日)～1月26日(日)

入試要項 帰国生入試要項

 ・持ち物、その他の諸注意についてはP.3「試験当日の時間割・諸注意」をご参照ください。
 ・併願優遇についてはP.１をご参照ください。

　　　※都立高校第1次募集・県立分割前期募集

　  入学金　250,000円 ※本校では学債・寄付金・PTA会費・後援会費等の制度は一切ありません。

　なお、5月以降の入学の場合は、入学する前月の5日(当該日が日曜･祝日の場合はその前日)までに、
　その他の学納金(施設費・授業料等)を納めてください。

   調査書・成績資料のコピー(海外における最終学年の成績。帰国後、日本の学校に在籍している場合は調査書)
   海外在学期間報告書/海外活動報告書/海外在留期間証明書

   ＊調査書等以外はすべて本校指定用紙です。本校ホームページよりダウンロードし、インターネット出願後、
　　受験日3日前までに必着で郵送してください。

　　　※都立高校第1次募集・県立分割前期募集

アドバンストコースＡ・Ｂ
あるいはグローバルコース アドバンストコースA・B グローバルコース

英語(リスニング含む)
＋1科目(国・数から選択)

計250点満点

国・数・英3科目
計300点満点

100点/50分 100点/50分

100点/50分 100点/50分

100点/50分 + 50点/25分 100点/50分

アドバンストコースB出願者のみ
20点/5分

試験当日17:00～18:00に
本校ホームページにて発表

推薦基準

かつ

・第一志望
・9科合計27以上(全コ̶ス共通)

　アドバンストコースAは英語4以上
　アドバンストコースＢは

CEFR B2(英検準1級など)以上
※P.4参照

・3年間の欠席日数20日以内

併願優遇

＊右記の基準に
達しない場合も
ご相談ください

受験の目安

・3科合計12以上かつ
CEFR B2以上

アドバンストコースB

・3科合計12以上かつ英語4以上

アドバンストコースA

※都立高校第1次募集・県立分割前期募集

　　入学金　250,000円 ※本校では学債・寄付金・PTA会費・後援会費等の制度は一切ございません。

グローバルコース

　23,000円(複数回受験可能)

試験当日20:00～21:00に本校ホームページにて発表

2020年3月　中学校卒業見込みの女子

なお、WILL推薦入試出願の場合は、推薦書を本校ホームページからダウンロードし、在学中学
校長の推薦を得て、調査書とともに郵送してください。

出願後、「mirai compass」の案内に従って、調査書を以下の期日までに郵送してください。
調査書は公立高校統一用紙、または東京私立中高推薦入試用統一用紙のいずれかで結構です。

国公立高校・私立高校ともに併願可能
※下記の基準に基づく併願優遇があります。

  2020年3月中学校卒業見込みまたはそれに準ずる者で、以下のいずれかに該当する女子。
　１．現在日本に在住し、原則として海外在学期間1年以上、帰国後3年以内の者(応相談)
　２．現在海外に在住し、帰国が決定しており、帰国までの在学期間が1年を超える者
　　※上記２の該当者は、入学手続きを行い正当と認められる理由があれば2020年8月まで入学を留保できます。
　３．国内のインターナショナルスクールに在学する者

WILL推薦入試合格者は、2月10日
(月)に右のアドバンスト入試、または
グローバル入試のいずれかを受験
していただきます。

・3科合計10以上
または

・5科合計16以上

＊出願資格について、ご質問のある場合はお問い合わせください。

配点/時間

科目

科目

英語エッセイ 100点/50分

基礎日本語作文 30点/30分

国語 100点/50分

算数 100点/50分

Ａ方式

Ｂ方式

インターネット出願(24時間受付）：本校ホームページ上のリンク「mirai compass」のサイトから出願してください。
詳しくは裏表紙 の「インターネット出願 」をご参照ください。

作文（志望理由など）
・面接(受験生のみ)

　1月15日(水)～公立高校の合格発表翌日

   3月８日(日)に入学準備のためのオリエンテーションを行います。入学予定者は必ず出席してください。

　2月5日(水)～公立高校の合格発表翌日

1月15日(水)～1月16日(木)

1月18日(土)まで必着

3月8日(日)に入学準備のためのオリエンテーションを行います。入学予定者は必ず出席してください。

1月23日(木)のみ 2月15日(土)～公立高校の合格発表翌日まで

1月2５日(土)～2月４日(火)

2月6日(木)まで必着

入学願書に相当するフォーマットへの入力、および受験料の決済は12月20日(金)から可能です。
受験票の発行（印刷）は下記出願期間に入らないとできません。

1月22日(水) 2月10日(月)・2月11日(火祝)・2月12日(水)



入試種別 WILL推薦入試 アドバンスト
入試

グローバル
入試

帰国生入試
A方式

帰国生入試
B方式

試験日 1月22日(水) 2月10日(月)・11日(火祝)・12日(水) 1月10日(金)・2月1日(土)

開場

集合

第1科目

第2科目

第3科目

英語
口頭試問

面接

8:00

8:45

8:00

8:45

作文
9:15～10:05

（50分）

英語
9:15～10:05

（50分）
10:15～10:40

（25分）

英語
9:15～10:05

（50分）

英語エッセイ
9:00～9:50
（50分）

国語
9:00～9:50
（50分）

国語・数学
10:55～11:45

（50分）

国語
10:20～11:10

（50分）

基礎日本語作文
10:00～10:30

（30分）

数学
10:00～10:50

（50分）

10:20～（15分）

11:55～（5分）
アドバンストコースB

出願者のみ

12:00～（10分）

12:00～（5分）
アドバンストコースB

出願者のみ

10:40～（5分）
アドバンストコースB

出願者のみ

10:40～（10分）

数学
11:25～12:15

（50分）

英語
11:00～11:50

（50分）

試験当日の時間割・諸注意

京王線 笹塚駅 より徒歩5分
（準特急停車駅・都営地下鉄新宿線乗り入れ）

■ 上記表中の英語口頭試問、並びに面接の時間表示は全体の開始時間です。受験番号順に実施いたしますので

待ち時間が発生いたします。

■ 英語口頭試問はアドバンストコース B 出願の受験生が対象です。

■ 面接は受験生のみとなります。帰国生入試においても日本語で行います。

□ 受験票・□ 受験票控え・□ 筆記用具(定規·コンパスは不要)・□ 時計

・試験会場には時計が設置されておりませんので、各自ご用意ください。
　ただし、携帯電話やスマートフォンの時計機能を使用することはできません。
・試験当日、遅刻の可能性がある場合は必ず電話 (03-3376-1481) にてご連絡ください。
・受験生が昼食をとる場所、ならびに保護者控室をご用意しております。

◆ 時間割

◆ 持ち物

◆ その他

◆ アクセス

新宿→←明大前

笹塚 三菱UFJ銀行

中
野
通
り

笹塚駅前歩道橋甲州街道

笹塚中学

富士見丘
中学校
高等学校

サミットストア

茶舗

洋菓子店

10号通り商店街

京王線笹塚駅



インターネット出願

入試制度の確認・ID（メールアドレス）登録

必要書類の印刷

事前準備

出願登録

検定料のお支払い

◆ インターネット出願について

◆ 出願手続きの方法

● 平日・土日・祝日 24 時間出願手続きができます。　● ご自宅で出願手続きができます。

● 各種クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーでのお支払い方法が選べます。
　　※お支払いには別途手数料が掛かります。あらかじめご了承ください。

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

※受験票は本校から発送しませんので、必ず印刷し試験当日お持ちください。
※インターネット出願についてのお問い合わせは、出願サイト上でご確認いただけます。

提出書類の郵送
調査書などの指定されている提出書類を指定期日までに郵送してください。

STEP 6

出願には顔写真が必要になりますので、事前に撮影しておいてください。写真はインターネッ
ト出願サイト（mirai compass）にアップロードするか、受験票控えに直接貼付（縦 4 ㎝ ×
横 3 ㎝）するかのいずれかを選択できます。

インターネット出願サイト（mirai compass) に入り、画面の指示に従って志望するコース、
受験日、方式などを選択し、個人情報など必要事項を入力してください。入力期間から可能
です。

コンビニ・クレジットカード等で検定料のお支払いができます。
検定料以外に別途手数料がかかります。入力期間から可能です。

出願後、受験票を印刷して受験票控えとともに試験当日忘れずに持参してください。（受験票
印刷は白黒でもカラーでも構いません）受験票の印刷は出願期間に入らないとできません。

出願手続きを始める前に入試内容について募集要項でご確認ください。
また、入力可能な時期になりましたらインターネット出願サイト（mirai compass) にメール
アドレスを ID として登録してください。説明会などのイベント予約で既にご登録済みの方はそ
ちらの ID をご使用ください。（入力期間が近くなりましたら本校 HP のトップページに「出願サイトは
こちら」バナーを掲出します）


